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DPC データ　22

F

Fitz-Hugh-Curtis 症候群　95, 146

G

Grey-Turner 徴候　62
guarding　70, 71

H

heel drop test　70
HELLP 症候群　134
Henoch-Schönlein purpura　131, 133
HES　160
Howship-Romberg 徴候　68
hydroxyethyl starch　160



179索引

I

IVP　148

K

KUB　148

L

life threatening　30

M

MANTRELS　49, 50, 55
MRI　117, 119
Murphy 徴候　66
muscular defense　70

N

NOMI　32

NSAIDs，服用歴　43
NSAP　23
 ──，予後　25

O

OPQRST　40, 42, 54
Oxford Centre for Evidence-Based 

Medicine 2011 Levels of Evidence　
11

P

PBG　91
percussion tenderness　65, 70, 71
pH　83
PID　23, 94, 145
 ──，内診　76
Piritramide　165
Psoas 徴候　49, 68, 71
PTP 誤飲，画像検査　107

R

rebound tenderness　70, 71
rigidity　70, 71

S

SAMPLE　40, 42
SBP　142
Sister Mary Joseph 結節　62
SMA 血栓塞栓症　32
sonographic Murphy 徴候　67
S 状結腸軸捻転，画像検査　97
S 状結腸捻転　31

T

tapping pain　70

X

X 線造影検査　101




